
平成 27年 8月吉日 

会員 各位 

                         四国臨床検査技師協議会会長  篠原 正勝 

                    四臨協免疫血清検査研究班班長 市川    厚 

                    四臨協担当県（愛媛）班長      西山 記子 

                                                                (公印 省略) 

 

 

四国臨床検査技師協議会 

平成 27年度 免疫血清検査研究班研修会のご案内 

 

謹啓 残暑の侯，会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて，四臨協平成 27年度免疫血清検査研究班研修会を下記の要項にて開催致します。 

今回のテーマは｢肝臓｣です。C型肝炎は治るとまで言われるようになりました。その一  

方で，B型肝炎の再活性化や，NASHなど多くの課題も残っています。 

そこで，今一度免疫血清検査の基礎や精度管理を学習し，また B型肝炎や脂肪肝，自 

己免疫性肝疾患の診療の最前線を広く知ることができればと思います。 

ご多忙とは存じますが，是非ご出席賜りますよう宜しくお願い致します。   

 謹白                                     

  

記 

【研修会】 

日 時    ：平成 27年 10月 18日（日） 9：30～15：30 （受付 9：00～） 

場 所    ：愛媛大学医学部附属病院 医学部創立 40周年記念講堂 

テーマ    ：「肝 臓」 

参加費    ：2,000円 

生涯教育研修 ：専門 20点 

参加申込み  ：別紙申込用紙にて郵送もしくは FAXをお願いします。 

            FAX 089-926-9957 

   申込期限   ：平成 27年 9月 18日（金） 

        

【意見交換会】 

    日 時 ：平成 27年 10月 17日（土）（対象：会員，講師，関連メーカー） 

  場 所 ：助格 3番町店  19：00～21：00  会費 5,000円 

愛媛県松山市 3番町 2丁目 5-4    TEL：089-932-8118      

【宿泊】  

  宿泊先 ：松山ニューグランドホテル（朝食付：禁煙 6,300円 喫煙 6,500円） 

       駐車料金別途必要（一泊 15：00～翌 10：00 500円 申込み必要） 

       愛媛県松山市 2番町 3丁目 4-10   TEL：089-933-3661    

 



プログラム  

 

受 付   9時 00分～ 

 

午前の部  9時 30分～12時 50分 

 

9時 30分～9 時 40分     主催者挨拶 

 

9時 40分～11時 00分     一般演題 

1 HBc抗体院内化にむけた陽性例検証報告 

徳島県鳴門病院  検査部             桑原  徹  先生 

2 B型肝炎再活性化対策への取り組み 

高松市民病院  検査部              棚田 佳代子 先生 

3  B型肝炎再活性化の対策－当検査部での取り組み－（仮） 

高知赤十字病院  検査部             片岡 直樹  先生 

4  HBs抗原測定試薬の比較検討 

愛媛大学医学部附属病院  検査部    岡本  愛   先生 

 

11時 00分～11時 50分 教育講演 Ⅰ 

「知ろう！“生”かそう！ 感じよう！」～免疫検査の現状をつかめ～ 

鳥取赤十字病院  検査部             木下 敬一郎 先生 

 

11時 50分～12時 00分 休憩 

 

12時 00分～13時 00分 ランチョンセミナー     後援 富士レビオ株式会社 

「B型肝炎診療 up-to-date 」 

        松山赤十字病院  副院長              上甲 康二 先生 

  

午後の部  13時 20分～15時 30分  

 

13時 20分～14時 20分 教育講演 Ⅱ       後援 シスメックス株式会社 

｢B型肝炎ウィルス検査の歴史と日常遭遇する問題点と対策｣ 

北陸大学 新学部設置準備室  教授      柴田 宏 先生 

 

14時 20分～14時 30分 休憩 

 

14時 30分～15時 30分 特別講演 

「ポスト肝炎ウィルス時代の肝疾患診療と臨床検査」  

愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学  准教授 

阿部 雅則  先生 



【参加申込み方法】 

別紙申込用紙にて郵送もしくは FAXにて参加申し込みをお願いします。 

 申込み先  

〒790-8524 愛媛県松山市文京町 1 

松山赤十字病院 検査部 西山 記子 

         FAX ： 089-926-9957 

         TEL ： 089-924-1111（2755） 

 

【マップ】 

            

注意 

お車でお越しの方は空いている駐車場に駐車してください。無料駐車券をお渡しし

ますので，病院ゲート入場時に受け取った駐車券を挿入後，無料駐車券を挿入してく

ださい。 

交通アクセス 

●電車 

・伊予鉄横河原線「愛大南口」徒歩 7 分 

●バス 

・伊予鉄バス 

川内線「愛大病院前」徒歩 1 分 

・伊予鉄バス・瀬戸内バス 

 新居浜線「愛大医学部前」徒歩 1 分 

・高速バス 

 「川内インター」さらにタクシー利用

（要予約）8 分 

●高速道路利用 

・高速道路松山自動車道「川内 IC」を降

り，松山方面に進む。 

 2 つ目の交差点を左折し，5 分程道なり

に進むと左側に見える。 

愛媛大学医学部附属病院 



四国臨床検査技師協議会 平成 27年度 免疫血清検査研修会 

申込書 

申込締切  平成 27年 9月 18日（金） 

【申込み・問い合わせ先】 

  松山赤十字病院検査部 西山 記子 

  FAX  089-926-9957 

  TEL  089-924-1111 内線（2755） 

【発信元】                              

所属                                   

TEL                     

FAX                     

 

 

＊ 研修会，懇親会，宿泊，駐車場：該当箇所に○をご記入下さい 

氏名 日臨技会員番号 
研修会 

参加 

懇親会 

参加 

宿泊希望 

喫煙 

宿泊希望 

禁煙 

駐車場 

希望 

       

       

       

       

       

 
      

 
駐車場 15：00～翌 10：00 は 500 円 

    上記以外 30 分単位で別途料金必要 

松山ニューグランド

ホテル宿泊時の駐車

場 


